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奉仕しよう みんなの人生を豊かにするために 

四つのテスト 

Ⅰ真実かどうか 

Ⅱみんなに公平か 

Ⅲ好意と友情を深めるか 

Ⅳみんなのためになるかどうか 

THE ROTARY CLUB OF TAKATSUKI  国際ロータリー 第２６６０地区 

事務所 〒569-1116 高槻市白梅町 4-1 高槻阪急 6 階 

    TEL 072-683-1158  FAX 072-683-1174 

    URL  http://www.takatsukirc.org/ 

    E-mail takatsuki.rc@bird.ocn.ne.jp 

例会日 毎週水曜日 12:30～13:30（10/6 は 12:30～13:15） 

例会場 高槻阪急 6 階 多目的ホール TEL 072-684-5379 

創 立 1954 年 6 月 15 日 

会長 羽根田茂子 幹事 河合一人 クラブ運営委員長 浦中郁文 会報担当副委員長 浜田哲也 

 

 

WEEKLY BULLETIN 

２０２１～２０２２ 

  

高槻ロータリークラブ 

 

  
 

 ガバナー補佐訪問  
 

◎ 国歌・・・・君が代 
◎ ソング・・・奉仕の理想 
◎ 誕生、結婚、入会記念月御祝 
◎ 創業記念月御祝 
◎ 卓話  拝郷 淳弘君 

「 私の履歴書 」 
◎ 例会後の行事 

クラブアッセンブリー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 3247 回 本日（10/6）の例会 

 

 
 
 
◎ ソング・・・四つのテスト 
◎ 卓話  山室 匡史君 

「       」 
◎ 例会前の行事 

10 月度定例理事会 

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 3248 回 次週（10/13）の例会 

先週（9/29）の例会から 

会員数 出席者数 出席率 

50 名 33 名 100 ％ 

前々回例会補正後出席率  100 ％ 

但し、 Mup 0 名   欠席者 0 名 

出席規定摘用免除有資格者 5 名 

 

 

 

 

 

10月は地域社会の経済発展月間・米山月間 

◎出席報告 
・第 2 回定例理事会の決議により、緊急事態宣言等の発
令期間中は、例会への出席義務を免除としておりま
す。これは、感染拡大防止の観点から不要不急の外出
の自粛要請及び会員の健康安全の措置として補足する
ものです。従って、9/29(水)例会出席率は 100％とな
ります。 

◎ゲスト                計 2 名 
  

関西大学 博士課程 文化交渉学専攻 
米山奨学生 劉 陽様 
 

指導教官 関西大学外国語学部外国語学科 
教授 奥村 佳代子様 
 

 
 
 
 

 

10 月度 記念月御祝    
 

◎ 結婚記念 

 羽根田茂子・新吾 御夫妻  56 周年 

 香西 徳治・津弥子御夫妻  42 周年 

 河合 一人・貴美 御夫妻  37 周年 

 石田 佳弘・里美 御夫妻  36 周年 

 松下 浩章・早生 御夫妻  30 周年 

 

◎ 入会記念 

   松尾  浩君        22 周年 

   伊藤 智秋君        15 周年 

   江澤  由君         2 周年 

   齋藤 良輔君         2 周年 
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◎会長の時間 

 

今日は米山奨学生の劉さんとのお別れの日です。 
指導教官の奥村先生、お越しいただきまして有難う

ございます。 
劉さんのお世話をされました篠原会員、有難うござ

います。 
篠原会員は奨学生の劉さんと一緒にお食事したり、

米山記念館の見学をしたり家族のようにお付き合い下
さいました。そのことは自分が留学した時に沢山の人
にお世話になった恩返しだと思っているとおっしゃい
ました。これこそがロ－タリ－の理想とする国際交
流、国際親善と思います。 
さて、9 月はロ－タリークラブの「基本的教育と識

字率向上月間及びロ－タリ－の友月間」です。日本で
は初等科教育就学率は１００パ－セントであることか
ら識字率と言っても実感がわきませんが、世界を見渡
しますと、生活苦や紛争地帯であったり男女格差によ
り学校に行けず教育を受ける機会がない子供たちが
６，７００万人いると言われています。そして、読み
書きができない人達は７億 6，2００万人、世界人口の
14 パ－セントになります。男性より女性、都市より農
村部、発展途上国、少数民族に多いと言われ、社会の
中で弱い立場にある人ほど読み書きができない人が多
いと言われています。このことは学校がない、指導者
や教員が不足している戦争や内戦、民族間の紛争、宗
教等の慣習に基づく性差別、女性には学問はいらない
と考える国、経済的な理由から学問より労働力を求め
られるなどの理由があります。 
ロ－タリ－クラブには人類の基本的ニーズを表す次

の 6 つの重点分野があります。 
＊平和と紛争予防・紛争解決 
＊疾病予防と治療 
＊水と衛生設備 
＊母子の健康 
＊基本的教育と識字率向上 
＊経済と地域社会の発展 

これらの 6 つの基本的ニーズの一つが基本的教育と識
字率の向上です。 
ロ－タリ－クラブはこれまで数多くのプロジェクト

を実施してきました。学校に教材を提供し、教師を教
育し、子供たちが通学に必要な衣服や本を提供したり
ロ－タリアンが学校を訪問して本を読んだり聞かせて
りしています。しかしより多く役立つために私たちは
何ができるのでしょう。まずはできること言えばロ－
タリ－財団に寄付すること。そして恵まれない教育環
い 

 

 

境にある子供たちのためロ－タリ－を通して世界への
プレゼントになりましょう。そしてロ－タリ－の友月
間である９月、ロ－タリ－の友を読み、知り、成長し
ましょう。 

 
 

◎幹事報告 

・来週 10/6(水)はガバナー補佐訪問となっており、例
会後にクラブアッセンブリーが開催されます。ご参
加頂く、理事、役員、各委員会の副委員長の皆様に
ご案内を配布しております。お忙しいところ恐れ入
りますが、ご出席宜しくお願い致します。 

・高槻 RC の 2021-2022 年度概況報告書が仕上がりまし
た。本日皆様へ配布しております。10/6(水)例会後
のクラブアッセンブリーにご参加の理事、役員、各
委員会副委員長の皆様は、本日配布の概況報告書を
10/6(水)各自ご持参いただきます様お願い致しま
す。 

・例会の通常開催への移行について 
19 都道府県に発令されていた緊急事態宣言が、9

月 30 日の期限で解除される事に伴い、10 月度予定
例会の開催方法について、現行の時短開催を順次改
め、通常開催へと移行致しますのでご注意くださ
い。尚、通常開催移行への留意点は、以下によりま
す。 
①留意点 

・通常開催対象例会は、10 月 13 日予定例会から
実施とします。 

・例会時間は、以降各例会共、12 時 30 分～13 時
30 分の 1 時間例会とし、食事の提供を開始し
ます。 

・クラブ細則第 5 条・第 2 節により、例会当日、
出席を免除された会員を除き、その出席又は欠
席が記録されます。 

②補足事項 
今回の宣言解除では、蔓延防止等重点措置への

移行は見送られましたが、行動制限の緩和は、1
ヶ月を目処に段階的に実施される為、以下の事項
を補足します。 
・10 月 6 日開催の例会は、現行通り 12 時 30 分
～13 時 15 分の時間短縮例会となります。尚、
食事の提供はありません。 

・10 月 13 日以降の例会への出席方法について
は、会場参加＋オンライン参加のハイブリット
形式を当面の間（1 ヶ月を目処に）継続しま
す。 

・食事や席等、会場準備の関係から、オンライン
参加又は欠席する場合には必ず事務局宛てに連
絡をお願いします。 

・尚、緊急事態宣言解除後、様々な活動が活発化 
する事により、感染再拡大も懸念されるので、そ
の時々の感染状況の推移に応じて、臨機応変に
対応する。 

・10 月以降のドレスコードについて 
10 月度の例会プログラムでは、ガバナー補佐訪

問、クラブ協議会、及び吉川ガバナー公式訪問等、
公の行事を予定している関係から、クールビズは 9
月末で終了し、10 月以降のドレスコードを、ジャケ
ットとネクタイの着用に改めます。 

 

 

◎9/29 卓上花 

・本日はございません。 

 

 

 
10 月度 創業記念月御祝 

 
本多  了君 ㈱明治 

       T.5.10.9        105 周年 
 
浜田 厚男君 浜田電気工業㈱ 

       S.35.10.14      61 周年 
 
川面 智義君 三雅産業㈱  

       S.44.10.1       52 周年 
 
石田 佳弘君 ㈱カルモ 

       S.61.10.1       35 周年 
 

  浦中 郁文君 ルーマ㈱ 

        H5.10       28 周年 
 
  拝郷 淳弘君 ㈱アベストコーポレーション 

        H.15.10       18 周年 
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◎米山奨学生カウンセラー感謝状授与 
 

◎委員会報告 
〇青少年奉仕委員会           浜田 厚男 
・「秋の RYLA セミナー完全オンライン開催に変更のお
知らせ」が届いております。アットビジネスセンタ
ーPREMIUM 新大阪で開催を予定しておりましたが、
現状を踏まえ、対面形式に代わり完全オンラインで
の開催に変更となりました。参加 URL は 10/30 午前
中までに地区 HP へ掲載もしくはクラブ事務局へメー
ル配信されます。一部工事中ですが、特設サイトも
開設されており、様々な情報が掲載されております
ので、ご参照、ご活用下さいませ。本日皆様にチラ
シを配布しております。多数の皆様のご参加を宜し
くお願い致します。 

【日  程】2021 年 10 月 30 日(土) 13：00～17：30 
          10 月 31 日(日) 13：00～17：30 

11 月 3 日(水祝）13：00～14：30 
【参 加 費】無料 
【実施形態】オープンセミナー方式（オンライン） 

【参加 URL】10/30 午前中までに地区 HP へ掲載、 

クラブ事務局へメール配信 

【特設サイト】 地区のサイトからもリンクしてます。 
https://narumocchie0315.wixsite.com/ryla2021autumn 

 
 
◎米山奨学生終了証授与 
 

 

 

 

 

 

◎米山奨学生ご挨拶 
   

関西大学 博士課程 文化交渉学専攻 
 劉 陽（リュウ ヨウ）様 

 

こんにちは、米山奨学生の劉です。今月末で、私の
奨学期間が終了となって、例会の参加も今日が最後に
なりますので、ここでご挨拶させていただきます。 

2020 年 4 月から米山奨学生として採用していただい
て、1 年半奨学金を支給していただきました事に心よ
り深く感謝しております。私は日本に来て 7 年目で
す。去年まではアルバイトに時間を削りながら厳しい
学生生活を送っていましたが、ロータリーからの時間
的、金銭的な支えのおかげで、私は勉強と研究に没頭
することができまして、心より感謝申し上げます。今
は博士論文を書き進めて、今年 11 月に提出できるよう
に頑張っています。 
月一回の例会に参加して、普段接するチャンスがな

い職種の方々の卓話をお聞きして、日本のことをより
深く知る、理解することができました。例会の後にも
いろいろお話ができて楽しかったです。私はコミュニ
ケーションと異文化交流の大切さを改めて強く実感し
ました。ロータリー米山奨学生から卒業しても、積極
的に母国と日本の間の異文化交流活動に参加したく
て、日本と中国の人たちがより深く理解し合えること
を目指しております。 
大変残念なことに、新型コロナウイルス感染拡大の

影響で、この一年半の間に通常のイベントがほとんど
中止になりました。私は宝塚観劇だけは行くことがで
きて、大変素晴らしい公演に感動させられました。カ
ウンセラーの篠原さんは宝塚についての文化や歴史な
どを紹介して下さり、日本の皆さんの宝塚への憧れも
知ることができました。 
 

https://narumocchie0315.wixsite.com/ryla2021autumn
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 このような状況の中で、去年から楽しみしていた米
山記念館の見学にも行けなくて、とても残念に思いま
したが、篠原さんがいろいろ計画していただいて、9
月 16 日に連れて行っていただきました。楽しい一日を
過ごせて、本当にありがとうございました。米山記念
館に行くことによってロータリーの歴史をより深く理
解することができて、米山奨学生としての責任も感じ
ております。 
日本留学を終えた後、私は帰国して日本語を教える

教師になりたいです。言語知識をはじめに、日本での
日々の生活の細かなことまで、学生たちに伝えられる
ことを目指しています。特に自分の留学経験を生かし
て、日本へ留学したい学生を精一杯応援して、より多
くの学生が日本の社会、文化について学ぶことができ
るように頑張りたいと考えております。 
最後になりますが、皆様のご健康とご活躍をお祈り

申し上げます。誠にありがとうございました。 
 

今日は皆様へのお土産として、中国のティーバッグ
とお米から作られているお菓子をお持ち致しました。
気持ちだけですが、どうかお召し上がりください。賞
味期限についてですが、中国と日本の表記が違ってお
り、中国では生産された期日が記載されております。
ご安心して召し上がって下さい。 

 

 

◎米山奨学生指導教官ご挨拶 
 

関西大学外国語学部外国語学科 
 東アジア文化研究科 
教授 奥村 佳代子様 

 

 

おいては他府県や外国への移動を伴う資料調査の中
止、一堂に会しての学会の中止、そしてそれらに代わ
るデジタル資料の公開の加速化、オンライン学会の開
催という変化がありました。これらの変化は一概に良
くない事とは言えず、例えばデジタル資料の公開は喜
ばしい事です。しかし、学術交流という点では枯渇し
た面があるということは否めません。一つの場所に集
まって意見を交換する事によって醸し出される熱気が
研究意欲をより刺激する事が多々あると私は思ってお
ります。特に若い研究者にとって学会への参加を通じ
ての学術交流は貴重な経験の場になるという考えか
ら、関西大学の東アジア文化研究科では、中国、韓
国、イタリアの大学と協力しあって、年に 4 回の院生
フォーラムを 10 年以上に渡り運営してきました。本来
であれば、劉さんも博士課程の 2 年目と 3 年目に、国
内外の学会や院生フォーラムに足を運んで経験を積
み、頂いた奨学金を活用する予定でしたが、残念なが
らオンラインでの開催、参加となってしまいました。
このようにコロナ禍という致し方ない状況下にあった
とはいえ、十分な学術交流の場を設ける事が出来ず、
指導する立場の者としての役割を十分に発揮できなか
ったという思いがあります。この様な状況であって
も、劉さんが元気に博士論文を完成させつつあり、安
心して研究を継続する事が出来たのは、本人の努力の
結果である共に、皆様のご支援の賜物です。心より感
謝しております。本当にありがとうございました。 
 
 
◎米山奨学生カウンセラーご挨拶     篠原 光子 
 

皆さんこんにちは。関西大学外国語学部外国語学科
と東アジア文化研究科に所属しております奥村と申し
ます。この 1 年半劉さんが大変お世話になりまして、
指導教員として皆様にお礼申し上げます。ここでこの
ようにお話をさせて頂くのは昨年の夏に引き続き 2 回
目ですが、昨年は、コロナがある程度収まるか、もし
くはコロナを受け入れられる体制が出来上がっていた
らいいなという風に淡い期待を抱いておりましたが、
この間大学の授業においては対面に代わるオンライン
での授業やオンデマンド授業の実施、研究活動におい
は 

 

 

皆様こんにちは、1 年半に渡りまして劉さんのカウ
ンセラーを務めさせて頂きました。コロナの影響で米
山奨学生としての行事が宝塚の観劇以外全てなくなり
ました。前の米山奨学生のユンさんはクリスマスパー
ティーなどとても楽しんでおられましたが、昨年はク
リスマスパーティーも中止となりましたので、せめて
米山記念館へ劉さんをお連れしたいと思い、9/16 に日
帰りで見学に行ってきました。劉さんは初めて新幹線
に乗られたようでとても感激されてました。残念なが
ら新幹線の車窓から富士山を見る事は出来ませんでし
たが、とても楽しい時間を過ごすことが出来ました。
毎月 1 回奨学金をお渡しする際には、昼食をとりなが
らいつも 3 時間位お話をして、中国の事を教えて頂い
たり、日本の事についてお話させていただきました。
劉さんは日本語がとてもお上手ですし、非常にまじめ
な学生さんでとても研究熱心なので感心させられてお
ります。今後日本におられる間、そして中国に帰られ
てからもお付き合いさせて頂きたいと思います。皆様
のお力添え本当にありがとうございました。 



5 

 

 

  

◎卓話 「 インターアクト年次大会について 」       

 

浜田 厚男 
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 ◎ニコニコ箱報告 
・誕生記念内祝   山口君 

・皆出席内祝    赤羽君            
・卓話を聞いていただきありがとうございました。
10/31 インターアクト年次大会宜しく。 浜田厚君 

 

              本日の合計   ￥  15,000-  
    7/1 よりの累計   ￥ 425,000-  
 

◎R 財団への寄付 
浜田 厚男君 ￥ 5,000- 河合 一人君 ￥10,000-  
山口  誠君 ￥20,000-  

 
本日の合計   ￥   35,000- 

         7/1 よりの累計   ￥  285,000-     
        年次基金会員より    ￥  285,000- 
           ポリオプラス会員より￥        0- 
           一人当たり平均      ＄54.63 
 
◎米山奨学会への寄付  

藤田 貴子君 ￥ 5,000-（劉さん、ますますの御活躍

をお祈りいたしております） 

 
本日の合計  ￥    5,000- 

          7/1 よりの累計  ￥  207,500-      
                会員より  ￥   90,000-      
               ｸﾗﾌﾞより    ￥ 117,500- 
                  一人当たり平均   ￥   4,415 
 
◎青少年育成基金への寄付 

 
本日の合計  ￥        0-      

7/1 よりの累計  ￥   50,000- 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


